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調査対象：【前回WEB調査で定義した若者
（渋谷109周辺にいる、髪を染め、
濃いアイメイクをし、露出の多い
格好をしている若い女性＝
ギャル）】から１０分程度の
アンケートを実施

調査数 ：10組14名

シリーズ「渋谷ギャル」の第１回目では「渋谷ギャル」の曖昧で漠然としたイメージを顕在化するべく、一般的に“どん
な人たち”とイメージされているのか調査したところ、以下記載のデモグラフィックイメージが浮かび上がりました。

第２回目では「渋谷ギャル」本人の実像に迫るため、前回の調査結果を基に「渋谷ギャル」と思われる女の子に街頭イン
タビュ－を行いました。私たちのイメージした「渋谷ギャル」なのかどうか、結果をご覧下さい。

「渋谷ギャル調査①」 前回調査結果 世間から見た「渋谷ギャル」のイメージ

チープで、みんな同じような格好

今を楽しむあまり、ルーズになりがちな生活

派手で流行に乗った外見

目的なくぶらぶらしていて、所持金は少ない

自由きままだが群れたがる行動パターン

今、自分が楽しく過ごせることが一番大切

「渋谷ギャル」度を１００％とは認めないが、０％とも言い切らない
・・・ ギャル要素はあると認めているが、「渋谷ギャル」には達していない

「渋谷ギャル」度を１００％とは認めないが、０％とも言い切らない「渋谷ギャル」度を１００％とは認めないが、０％とも言い切らない
・・・・・・ ギャル要素はあると認めているが、「渋谷ギャル」には達していないギャル要素はあると認めているが、「渋谷ギャル」には達していない

普通の人が「渋谷ギャル」度0％だとすると、自分は何％だと思うのか？

40％

70％30％

●渋谷ギャル 街頭インタビュー結果 ＜『渋谷ギャル』の自覚＞
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行動パターン

ファッション

•確かに109は渋谷に来る大きな目的のひとつ
でも必ずというわけではない

•埼玉県と千葉県からの来街は多いが、
東京都在住はほとんどいない

•1人で行動することはよくある。
実際、今回インタビューした人で同行者なしの
子は10組中4人

•雑誌や携帯サイトに載っているものを買う
ことは確かに多い

•ヘアセット・つけまつげが必須なのは
その通り。常にファッションに力を入れて
おり、人からどう見られているのか気になる

•アイメイクとともに
スキンケアも重視

•黒ギャルはほとんど
いない

•今、自分が楽しく過ごせることは確かに大切

•今欲しいものは「お金」の他、
「仕事」と いう声も

•モデルやショップ店員として有名になりたい、
起業したいなど、自分たちなりの目標を持って
いる。そのためには今の努力が必要という子も

•今、大切なのは「友達」「彼氏」のほか
「家族」が多く挙がる

●渋谷ギャル 街頭インタビュー結果 ＜実態の比較＞

意外としっかりと自立していて、現実を見ている。彼女たちの多くは平成生まれであり、不景気や就職
氷河期を目の当たりにしている。安定志向である「ゆとり世代」の特徴を彼女たちも持っているといえる

今、楽しく過ごすことも大切だが、将来の目標も持っている

「家族」 「友達」「彼氏」…大切なのは物よりも人

１人で行動せずに仲間内で群れたがるよりは、個人で行動することを好む

欲しいものは「お金」や 「仕事」

意外としっかりと自立していて、現実を見ている。彼女たちの多くは平成生まれであり、不景気や就職意外としっかりと自立していて、現実を見ている。彼女たちの多くは平成生まれであり、不景気や就職
氷河期を目の当たりにしている。安定志向である「ゆとり世代」の特徴を彼女たちも持っているといえる氷河期を目の当たりにしている。安定志向である「ゆとり世代」の特徴を彼女たちも持っているといえる

今、楽しく過ごすことも大切だが、将来の目標も持っている今、楽しく過ごすことも大切だが、将来の目標も持っている

「家族」「家族」 「友達」「彼氏」「友達」「彼氏」……大切なのは物よりも人大切なのは物よりも人

１人で行動せずに仲間内で群れたがるよりは、個人で行動することを好む１人で行動せずに仲間内で群れたがるよりは、個人で行動することを好む

欲しいものは「お金」や欲しいものは「お金」や 「仕事」「仕事」

今回インタビューしたギャルの実態

価値観

行動パターン

•渋谷に来たらまず１０９へ行く

•東京都下、東京２３区内、埼玉県からの
来街が多い

•１人で行動をすることは少なく、
洋服は女友達と買いに行くことが多い

ファッション

•雑誌や携帯サイトで『今年の流行は何か
をいち早く知り、すぐに飛びつく

•『つけまつげ』は必須アイテムで、
アイメイク重視。ネイル、茶髪・巻き髪・
盛り髪は欠かせない

価値観

•スキンケアより
アイメイク重視

•白ギャルの他、
黒ギャルの
イメージも
根強い

２

○＝イメージと実態が同じ
△＝イメージと実態がやや同じ

×＝イメージと実態が違う

•今、自分が楽しく過ごせることが一番大切

•先のことや将来など考えていない
目的が無さそう

•家に帰らない。家にいない

世間がイメージする『渋谷ギャル』



•自由きまま

•目的なくぶらぶらしていて、所持金は少ない

•ギャルサークルなど仲間内だけで
固まっており、群れたがる行動パターン

•確かに自由きまま

•109に入っているブランドは高いので、
所持金は多い

•個人で行動し、場面場面で仲間と会っている

•派手・原色、メイクが濃い

•チープ

•雑誌のままだったり109ブランドで
固めたり、みんな同じような格好

•確かに派手さやケバさもあるが、
モデルみたいに綺麗

•中学生でも高校生と間違えるくらい
大人っぽく、おしゃれ

•109は好きだが、様々な趣味嗜好の
ファッションセンスの人が集まっている。
個性がある

●渋谷ギャル 街頭インタビュー結果 ＜イメージの比較＞

「渋谷ギャル」とはどういう人たちだとイメージするのか？

世間がイメージする『渋谷ギャル』

生活イメージ

今回インタビューしたギャルが
イメージする『渋谷ギャル』

ファッションイメージ

世間一般の人のイメージではマイナスイメージが集中して挙がっていたのに
対し、今回調査では「渋谷」という地域、そこにいる「渋谷ギャル」のプラスのイメージが挙がり、
彼女たちの「渋谷ギャル」への憧れが垣間見える

金銭面では、むしろリッチと思われている

群れずに自由行動

大人っぽくおしゃれで、しかもそれは流行に流されたものではなく個性的である

「渋谷』は都会で、上記の個性も満たしてくれる懐の大きい街

世間一般の人のイメージではマイナスイメージが集中して挙がっていたのに世間一般の人のイメージではマイナスイメージが集中して挙がっていたのに
対し、今回調査では「渋谷」という地域、そこにいる「渋谷ギャル」のプラスのイメージが挙がり、対し、今回調査では「渋谷」という地域、そこにいる「渋谷ギャル」のプラスのイメージが挙がり、
彼女たちの「渋谷ギャル」への憧れが垣間見える彼女たちの「渋谷ギャル」への憧れが垣間見える

金銭面では、むしろリッチと思われている金銭面では、むしろリッチと思われている

群れずに自由行動群れずに自由行動

大人っぽくおしゃれで、しかもそれは流行に流されたものではなく個性的である大人っぽくおしゃれで、しかもそれは流行に流されたものではなく個性的である

「渋谷「渋谷』』は都会で、上記の個性も満たしてくれる懐の大きい街は都会で、上記の個性も満たしてくれる懐の大きい街

原宿は
古着やロリータ系

新宿は
ギャルというより

キャバ嬢のイメージ
地方のほうが
すごく派手

・モデルみたいにキレイ
・大人っぽくおしゃれ

・ギャルの中でも女っぽくて
かわいい子が多い

・個性がある

生活イメージ

ファッションイメージ

他の地域のギャルと比べて、「渋谷」ならではの特徴はあると思うか？

３



●渋谷ギャル 街頭インタビュー①

ＣＡＳＥ３

・24歳 ・109のショップ店員

・新小岩・毎日（仕事）
・1人

ＣＡＳＥ４

・◇◆16歳 ・学生（美容系学校）

・◇◆北区／神奈川県
・◇週5回◆ほとんど毎日 ・5人

◇ ◆

◇◆渋谷には友達の付き添い寄
り道で来た

◇◆渋谷に来るのは109がある
から、SBYはここしかない

◇◆「渋谷ギャル」の自覚は…
微妙あるようなないような

◇今日のファッションポイント
はクール系の制服◆今日のファッ
ションポイントは耳付きフードで
『JSG』のもの

◇好きなブランドは
『Forever21』『しまむら』でも買
う◆好きなブランドは『WC』

◇私の「渋谷ギャル」度は半分
はいっている…75％かな◆私の
「渋谷ギャル」度は50％かな…け
ど田舎が入っている◇◆「渋谷ギ
ャル」のイメージは「モデル」
「輝いている」「かわいい」「お
しゃれ」。渋谷はいろんな人がい
る。どっちかというと大人っぽい
感じがある

◇◆（前回の「渋谷ギャル①」
結果を見て）「センター街」は分
かる。109は高いのでもっとお金
は持っていそう。けどお金がなく
てマックというイメージもある。
同じような格好に見えるけどそれ
ぞれ個性がある

１年後は少しは大人っぽくなっ
ていたい

せっかく109の店員なんだから
将来は「渋谷に来たらこの子に会
える」と言われるくらい有名にな
りたい

今、一番大切なのは家族、
彼氏、友達

ＣＡＳＥ２

・20歳 ・アパレル／読者モデル
・野田市・週1回
・1人

渋谷にはモデル事務所があるの
で来た

渋谷に来たら、絶対109に来た
い。109は都会という感じで、他
の店にはない

今日のファッションポイントは
キャミソールで『ダイア』のも
の

好きなブランドは『ダイア』
『 CECIL McBEE 』

私の「渋谷ギャル」度は40％
「渋谷ギャル」とは化粧が違う

つけまつげは5枚重ね、アイラ

インをがっつり引いて、白目が
分からなくなるくらいで、髪の
毛は金髪、肌が黒く、アイシャ
ドーがブルーなど派手なのが
「渋谷ギャル」

今、欲しいものは「服」

洋服代は月1～2万円

1年後はこのままだと思う

3～5年後は落ち着いていそう。
髪は黒く、AneCanや CamCan系
なOLのイメージ

将来はモデルで有名になって、
名前と顔を広めたい

今、大切なのは
家族・友達など、お金では買え
ないもの

ＣＡＳＥ１

・22歳 ・モデル
・横浜 ・週5～6回
・1人

渋谷にはネイルに来た

渋谷は住んでいる横浜よりも
落ち着く。渋谷はギャルだけで
はない。人も、お店も様々なも
のが駅周辺に集結している

今日のファッションはラフ

買物は109。好きなブランドが

あり、靴、アクセなど全身揃え
られるから

好きなブランドは『ダイア』

私の「ギャル」度は80～90％
理由は化粧、ネイル、髪がギャ
ルなので。鉄板のギャル雑誌に
出ているので「渋谷ギャル」じ
ゃないといけない

（前回の「渋谷ギャル①」結
果を見て）私は結婚している。
センター街はそこに集まっては
いけないと言われるのでいない
と思う。 109は高いしネイルや
髪に何万と使うので、所持金は
もう少し持っていそう。群れた
がるよりは、個人的に行動して
いる子が多い

最近ギャルの範囲が広くなっ
ているので、化粧がごっつく、
まつげはバッサバサで、爪はか
なり派手になっているようなド
ギャルは少なくなっている。 渋
谷は均等にいろんな系統のギャ
ルが集まっている街。渋谷のギ
ャルはいろんな所から集まって
できていて、渋谷のど真ん中に
住んでいる子は本当に少ない

今、欲しいものは「フードプ
ロセッサー」

◇◆洋服代はまとめて買うので
2～3万円

◇◆今欲しいものは「お金」
「彼氏」「リア充の感覚」

◇1年後は仕事先が渋谷ならい
い◆1年後は卒業しても渋谷には

ちょくちょく来ていると思う

◇将来は美容系、お嫁さん◆将
来は美容系かアパレル

◇大切なのは自分らしく、
嫌いな人を作らない◆大切なこと
は個性的、人とかぶりたくない、
目立ちたい

渋谷には仕事で毎日来るが、プ
ライベートではほとんど来ない

今日のファッションポイントは
ワンピースとセットのニットで
『ラバンナ』のもの。ブランドに
こだわりはない

私の「ギャル」度は20％

「渋谷ギャル」のイメージは、
109が好きで、渋谷に詳しく穴場

を知っている通な人。渋谷にいる
人は中学生でも高校生かと思える
くらいおしゃれ

（前回の「渋谷ギャル①」結果
を見て）「普段はそうでもないけ
どイキイキする。流行に乗った外
見。自由気ままでみんな同じ格好
をしている」は自分もそう思う。
渋谷は結局みんな一緒の格好

今、欲しいものは生活費の
「お金」

1ヶ月自由になるお金は2万円く
らい。洋服代は1.5万円

洋服代は月3～4万円

3～5年後は、性格や見た目は何を
やってもギャルだけど、育児してい
ると思う

将来はキレイな人になっていた

今、大切なのは旦那！

４



●渋谷ギャル 街頭インタビュー②

ＣＡＳＥ８

・◇17歳◆16歳・◇◆高校生
・◇◆三郷市・◇◆月1～2回
・◇◆2人

ＣＡＳＥ７

・◇20歳◆22歳
・◇◆アパレルショップ店員
・◇千葉県◆埼玉県
・◇◆月2～3回 ・◇◆2人

◇◆渋谷には買物に来た

◇今日のファッションポイ
ントはチュニック
◆今日のファッションポイン
トは特になし

◇好きなブランドは
『リップサービス』
◆好きなブランドは
『ダイア』

◇◆私の「ギャル」度は
40％

◇◆「渋谷ギャル」のイメ
ージは「勢い」があり
「強め」「女っぽさ」がある

◇◆（前回の「渋谷ギャル
①」結果を見て）109には来
ないと思う

◇◆今、欲しいものは
「お金」と「服」

◇服はあまり買わない
◆洋服代は月2～3万円

◇◆1年後はあまり変わら
ないと思う。将来は特に考え
ていない

◇◆大切なのは家族と友達

ＣＡＳＥ６

・19歳 ・学生
・千葉県 ・週2～3回
・2人（彼氏と）

◇◆渋谷には買物に

◇◆渋谷に来るのは109にし

か入っていないブランドがあ
るので

◇今日のファッションポイ
ントは花柄のワンピース
◆今日のファッションポイン
トはドット柄のワンピース
◇◆ワンピースは
『リズリサ』のもの

◇◆好きなブランドは
『ByeBye』

◇私の「ギャル」度は 3％
（◆「◇ちゃんは結構ギャル
じゃない？（笑）」）
◆私の「渋谷ギャル」度は
70％。周りから「ギャル」っ

て言われるから。でも池袋に
よく行くし「渋谷ギャル」で
はない。仕事も池袋。

◇◆「渋谷ギャル」のイメ
ージは「強め」

◇洋服代は月に5万円以上
◆洋服代は月2万円くらい

◇今、欲しいものは
「お金」と「時間」
◆今欲しいものは「仕事」
人件費の削減でなかなか入れ
ないから

◆1年後は、あまり変わらな

いと思う。数年経っても見た
目が若いままでいたい！

◆将来は結婚していたい

◇私が大切なのは家族
◆大切なのは、仕事でかかわ
っている人たち

渋谷には買物・彼氏の誕生
日パーティをしに来た

今日のファッションポイン
トは…何だろう…

好きなブランドは
『ブルーア』

私の「渋谷ギャル」度は
30％。意識していない

「渋谷ギャル」のイメージ
は髪の色もメイクもきれいじ
ゃないし、みんな同じ格好。
でも「渋谷ギャル」はギャル
の中でも可愛い子が多いと思
う

（前回の「渋谷ギャル①」
結果を見て）「所持金1万円
以下」？いや、お金は持って
そう。このイメージは古い

今、欲しいものは「お金」

ファッションよりも美容に
お金をかける。
美容には月6～7万くらい

1年後は留学していたい

3～5年後は
キャリアウーマンになりたい

将来は外資証券で働く

今、大切なことは
将来のために勉強すること！

ＣＡＳＥ５

・18歳 ・フリーター
・埼玉県・週4回
・彼氏と待ち合わせ

渋谷にはサークルがあるか
ら男友達や知人が多いので、
よく来る

今日のファッションポンイ
ンとは柄×柄の組み合わせ

好きなブランドは
『CECIL McBEE』

私の「ギャル」度は100％。
「渋谷ギャル」のイメージは
「原色」「egg」「地元（渋
谷に住んでいる）」

（前回の「渋谷ギャル①」
結果を見て）年齢は関係ない
し、所持金は裕福だと思う。
普段からギャルなのでいつも
イキイキしている

今、欲しいものは、将来の
旦那に109の服を全部買って

欲しい

洋服代は月5万円買ってもら

っていた

1年後はどうなっているのか

分からない。将来はモデルに
なっていたい

大切なのは身内（近い友だ
ち）

◇ ◆ ◇ ◆

・年齢 ・職業
・居住地 ・渋谷来街頻度
・同行者

※プロフィール凡例

５



身近にあるモノ・ヒト・コトについてリサーチャーの眼で見てみました

第第４４回：回：ヲタ文化ヲタ文化ｅｙｅ

ご希望の方には、今回調査した全てのデータをお渡しします。お気軽に営業担当までお問い合わせください。

まとめ

数日間にわたり渋谷１０９周辺に張り付いていましたが、見かけた多くはギャルではなく流行のファッションに身を包んだ女の子たちば
かりでした。毎日のように渋谷１０９に行っていると、女の子を求めて歩き回るキャッチの男性や、雑誌やテレビ局のアンケートやスナッ
プを取るスタッフの顔を覚えるほど見かけました。彼女たちは流行に敏感だからこそインタビューの対象になることが多いのだと改めて分
かります。また流行発信地である渋谷では、溢れ出る人の量に驚くことはもちろん、皆が一様に目的地に向かって歩いている様子が、何か
の群れのように見えてなりません。

渋谷はご存知の通り「Ｓｈｉｂｕｙａ」として世界に名が広まっており、今後も世界へ新たな情報発信をしていくと思われますが、
今後何が生まれ何が流行るのでしょうか。今後も目が離せません。 （石津佑侑子 ishizu@mdr-j.co.jp）

編集後記

今回の調査は、数日間にわたり１０９周辺に出没した『渋谷ギャル』と思う女の子たちにインタビューを行いました。

しかし残念ながら『渋谷ギャル』と自覚している女の子にはあまり出会えませんでした。しかし「ギャル」度のパーセンテー

ジを聞くと、0％とは言わなかったり、他人から「ギャル」と言われることは認めたりするあたり、自分に『渋谷ギャル』要

素があるとは自覚しているようです。

彼女たちの生活実態については、「今が楽しいことが大切」「ヘアセットやつけまつげは必須」など世間一般のイメージ通

りな部分ももちろんある一方、「群れたがると思われていたのに、実際は個人行動を厭わない」「今が楽しければそれでよい

わけではなく、自分たちなりの目標を持っている」といったギャップや、「家族が大切」「欲しいものは仕事」など堅実な面

も見えてきました。平成の不景気を感じながら育ってきた彼女たちもまた、堅実・安定志向な「ゆとり世代」であるといえる

でしょう。

また、『渋谷ギャル』のイメージ像については、世間一般からは冷たい視線や上から目線で見下されていたのに対し、今回

の彼女たち自身が持つイメージでは、「おしゃれ」「モデル」「個性的」などプラスイメージが多く挙げられました。

「詰め込み教育」ではなく、個性を伸ばすことが大きな目的である「ゆとり教育」を受けた彼女たちは、個性的であること

を良しとする中で育ちました。「ギャル」を「個性」のひとつとして捉え、周りに流されず独自の世界を持っている存在とし

て彼女たちはイメージしているので、「ギャル」になることで自分らしさを演出しているのではないでしょうか。

つまり、渋谷にいる女の子にとって『渋谷ギャル』は、可愛くおしゃれで憧れの対象で、しかも個性を活かすものとなり得

る、だからこそ「ギャル」発のヒット商品が生まれたり、「ギャルブランド」が話題となったりするのだと思われます。

東日本大地震が起こり沈んだ世の中で、時代の移り変わりとおもに変化してきた『渋谷ギャル』の話題が今後どのような位

置付けで存在し、どのような方法で世間を元気でにぎやかにしてくれるのか、今後の動向に注目していきましょう。

（岡田・石津）

ヲタ＝いわゆるオタク文化が海外で「クールジャパン」とか騒がれて久しい。コスプレ姿でアニメイベントに参加するフランス人などが
報道されると、なんだか外国人がみんなジャパニメーション（日本製アニメーション）に熱狂しているかのように感じてしまう。

さらにヲタ文化は日本経済において無視できない存在になっているようだ。ヲタがもたらす経済効果は何億円だとか、ヲタが日本経済
をリードしているというような報道もよく見る。

大手コンビニチェーンローソンもアニメ「けいおん！」などのアニメ作品とのコラボ商品を販売している。ちなみに「けいおん！」とは軽
音楽部に所属している女子高生の日常を描いた４コママンガが原作のアニメ、らしい。

地方ではアニメが地域活性化の起爆剤にもなっている。アニメやマンガの舞台となった実在の場所、またはモデルとなった場所をヲ
タは「聖地」と称して実際に見てまわるのだ。それを「聖地巡礼」と呼ぶ。この「巡礼」によってヲタがその地域にお金を落とし、町おこしに
繋がるとか。

地域活性化に繋がるといえば、歴女。歴史好きな女性の略で、こちらもお気に入りの戦国武将ゆかりの地を訪ねたり、新撰組隊士の
墓参りをしたりと、地域を賑わせている。まあ、歴史好きといっても彼女たちの頭にあるのは決して髭もじゃのオッサン武将とかではな
い。「戦国ＢＡＳＡＲＡ」というゲームのキャラクターであるイケメン武将が好きだったりするわけで、立派なヲタである。

ただ、そもそもヲタとは特定の対象・分野の愛好家のこと。要は、ニッチな市場である。果たしてそのニッチな市場がどのくらい日本経
済に影響を与えているものだろうか。

ヲタというと、まだ世間的にはアニメやマンガにのめり込み、他のことには無頓着といった、ちょっと特殊な存在というイメージであろう。
しかし数年前から、特に若い世代では、アニメも好きだけどそれ以外にも興味がある、ヲタ文化に対する後ろめたさが少ないといった
「ライト」なヲタが増えているようだ。コアなヲタと一般消費者の間に位置する、「ライトヲタ」の拡大が、ヲタ市場の活性化に繋がっていた
のだろう。

しかし彼らは「ライト」なだけあって、すぐに興味の対象が他のものに移りかねない。今後、ヲタ文化がさらなる発展をとげられるかどう
か、それは「ライトヲタ」をいかに繋ぎとめられるかにかかっているように思える。

（調査集計部／岡田 亮子 r.okada@mdr-j.co.jp）
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